平成 28 年（2016 年）4 月 25 日
商店街の皆様へ
～商店街の販売促進にご活用ください～
「市内の集客情報」をお届けします！
市内の集客施設や様々なイベントに関する情報を商店街の皆様に毎月お届けしています。
３ヶ月程度先までの集客情報を毎月お届けしますので、商店街のセールやイベント等の開催時期の
参考にしていただき、商店街の集客アップと販売促進につなげていただくようご活用ください。
ただし、本情報の無断転載はご遠慮ください。
なお、電子メールでのお受け取りをご希望の場合は、下記担当までご連絡ください。

担当は、横須賀市 経済部 商業・市街地振興課
商業振興担当 西原
TEL：046-822-8286 FAX：046-823-0164
E-mail：cud-ec@city.yokosuka.kanagawa.jp

※各イベントについての問合せについては、表中の＜問合せ＞にお願いいたします。
〈長期開催イベント情報〉
■三笠秘蔵
〈場
開催中 〈内
～2016 年５月 31 日(火)

連合艦隊 艦隊コレクション

所〉世界三大記念艦「三笠」
容〉日露戦争時、太平洋戦争時及び海上自衛隊の艦船模型 250 隻以
上を展示

〈問合せ〉公益財団法人 三笠保存会
電話 046-822-5225

(09：00～17：00)

■「たまゆら～卒業写真～×よこすか」グルメスタンプラリー

開催中
～2016 年５月 31 日(火)

〈場

所〉市内飲食店 13 店舗

〈内

容〉市内 13 店舗で、
「たまゆら～卒業写真～」オリジナルメニュー
を注文し、スタンプを集めると「たまゆらシール」をはじめ、
非売品の豪華なプレゼントがもらえます。

〈問合せ〉横須賀市コールセンター
電話 046-822-2500
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（08：00～20：00）

■2016 年 くりはま花の国ポピーまつり
〈場

所〉くりはま花の国

〈内

容〉
・５月５日(木)

10:00～

こどもの日イベント

・５月 14 日(土)・15 日(日) 10:00～15:00

開催中

パフォーマンスや地元物産店

～2016 年６月 12 日(日)

・５月 29 日(日) 10:00～15:00 横須賀ヒストリックカーデイ
・６月５日(日)・12 日(日)

14:00～ ポピー無料花摘み

〈問合せ〉横須賀花の国・西武パートナーズ(くりはま花の国)
電話 046-833-8282

(09：00～17：00)

＜５月のイベント等＞
■武山つつじ祭り
〈時

間〉09:00～15:00（５日は 13:00 まで）

〈場

所〉武山山頂

〈内

容〉
・児童スケッチコンクール【３日～５日、09:00～15:00】

2016 年５月３日(火)

（５日は 13 時まで）

～５月５日(木)

・民謡踊り【３日・４日 11:00～12:00、13:00～14:00】
・フラダンス【４日

12:00～13:00】

・子安地蔵祭り【５日 11:00～12:00】
〈問合せ〉(平日)武山観光協会
電話 046-856-3157

(08：30～17：00)

■よこすかカレーフェスティバル 2016 ※荒天中止

2016 年５月 14 日(土)
５月 15 日(日)

〈時

間〉09：00～16：00

〈場

所〉三笠公園

〈内

容〉よこすか海軍カレーなどカレー関連商品の販売
全国のご当地カレー事業者等によるカレーコンテスト「全国ご当
地カレーグランプリ」の開催
カレーバイキングや公園内の野外ステージで、音楽演奏など

〈問合せ〉スカナビ i(横須賀観光インフォメーション)
電話 046-822-8301
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(09：00～17：00)

■よこすかシティガイドツアー
〈時

間〉①09：00～14：30（５日）※雨天中止
②09：30～14：30（８日）※雨天中止
③09：00～15：00（14 日）※荒天中止
④09：30～15：30（16 日）※雨天中止
⑤09：30～15：00（18 日）※雨天中止

〈内
2016 年５月５日(木)
５月８日(日)

容〉①風薫る里山を歩き満開のつつじの丘でお弁当
②三崎道 No.２

三浦海岸～剱崎

③鎌倉道第１弾

久里浜から衣笠へ

④～浦賀道から続く～金沢道を歩くⅠ（金沢八景～上大岡）

５月 14 日(土)

⑤2000 本のバラと東京湾の無人島をめぐる

５月 16 日(月) 〈定

員〉①②⑤50 人 ③④60 人（抽選）

５月 18 日(水) 〈費

用〉300 円（保護者同伴の小学生無料）
※⑤は別途猿島渡航代 1,370 円

〈申込み〉コース名、全員の必要項目をはがき(１枚につき１コース４人
まで)で横須賀市観光協会(〒238-0004 小川町 19 の５富士ビ
ルⅡ２階)へ
〈締切日〉①４月 25 日（月）②４月 27 日（水）③５月６日（金）
④５月９日（月）⑤５月２日（月）
〈問合せ〉(平日)一般社団法人 横須賀市観光協会
電話 046-822-8256
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(09：30～17：00)

■日米親善ベース歴史ツアー

※荒天中止

〈場

所〉米海軍横須賀基地と基地周辺近代化遺産

〈内

容〉３グループに分かれて、時間をずらして出発（時間の指定不可）
※所要時間は４時間 30 分程度

〈対

象〉日本国籍を有する、小学生以上の人
障害をお持ちの人は、介助者の同伴が必要
基地入場の際には年齢を問わず、パスポート、もしくは、写真
付き住民基本台帳カードのいずれかが必要

〈費

用〉100 円（保険料＋資料代）

〈定

員〉各抽選 150 人

2016 年５月 21 日(土) 〈申込み〉往復はがき（１通につき４人まで）に希望日と全員の必要項目、
生年月日（西暦）を書いて、一般社団法人横須賀市観光協会（〒
238-0004 横須賀市小川町 19 の５ 富士ビルⅡ２F）へ
または、一般社団法人横須賀市観光協会ＨＰよりインターネッ
ト申込み。ＵＲＬ：http://ycsa.jp/（１回につき４人まで）
※ 重複応募（代表者と同行者の入れ替えを含む）や、記入漏れ
等があると無効
〈申込締切〉４月 13 日（水）
※必着（インターネットの申込みの場合、同日 16：00 まで）
〈問合せ〉(平日)一般社団法人 横須賀市観光協会
電話 046-822-8256
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(09：30～17：00)

＜６月のイベント等＞
■よこすかシティガイドツアー
〈時

間〉①09：30～14：30（１日）※小雨決行
②09：30～14：30（７日）※雨天中止
③10：00～15：00（10 日）※雨天中止
④09：30～14：30（13 日）※荒天中止
⑤09：00～14：30（17 日）※雨天中止
⑥09：00～15：00（18 日）※雨天中止

〈内

容〉①観音崎公園散策と防衛大学校見学
②三崎道 No.３

2016 年６月１日(水)

三浦海岸～三崎港

③初夏の野草・花巡り！神武寺から鷹取山へ

６月７日(火)

④～浦賀道から続く～金沢道を歩くⅡ（上大岡～保土ヶ谷）

６月 10 日(金)

⑤滝から滝へ～早苗の棚田と新緑の子安の里と～

６月 13 日(月)

⑥鎌倉道Ⅱ 衣笠から緑色に染まる棚田の葉山へ

６月 17 日(金) 〈定

員〉①②③５０人 ④⑤⑥６０人（各回抽選）

６月 18 日(土) 〈費

用〉各回 300 円（保護者同伴の小学生無料）
※②は別途バス代 360 円
⑤は別途バス代 200 円

〈申込み〉コース名、全員の必要項目をはがき(１枚につき１コース４人
まで)で横須賀市観光協会(〒238-0004 小川町 19 の５富士ビ
ルⅡ２階)へ
〈締切日〉①５月 19 日(木)②５月 27 日(金)③６月２日(木)
④６月３日(金)⑤６月６日(月)⑥６月 10 日(金)
〈問合せ〉(平日)一般社団法人 横須賀市観光協会
電話 046-822-8256

(09：30～17：00)

■よこすかＹＹのりものフェスタ 2016 ※荒天中止
〈時
2016 年６月 11 日(土) 〈場
６月 12 日(日)

間〉10：00～16：00
所〉ＪＲ横須賀駅・ヴェルニー公園・三笠公園
・海上自衛隊横須賀地方総監部ほか

〈問合せ〉スカナビ i(横須賀観光インフォメーション)
電話 046-822-8301

(09：00～17：00)

■よこすか京急沿線ウォーク第２回
田浦・汐入エリア
2016 年６月 11 日(土)

〈問合せ〉(平日) 観光企画課
電話 046-822-8124 (08：30～17：15)
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■日米親善ベース歴史ツアー

※荒天中止

〈場

所〉米海軍横須賀基地と基地周辺近代化遺産

〈内

容〉３グループに分かれて、時間をずらして出発（時間の指定不可）
※所要時間は４時間 30 分程度

〈対

象〉日本国籍を有する、小学生以上の人
障害をお持ちの人は、介助者の同伴が必要
基地入場の際には年齢を問わず、パスポート、もしくは、写真
付き住民基本台帳カードのいずれかが必要

〈費

用〉100 円（保険料＋資料代）

〈定

員〉各抽選 150 人

2016 年６月 19 日(日) 〈申込み〉往復はがき（１通につき４人まで）に希望日と全員の必要項目、
生年月日（西暦）を書いて、一般社団法人横須賀市観光協会（〒
238-0004 横須賀市小川町 19 の５ 富士ビルⅡ２F）へ
または、一般社団法人横須賀市観光協会ＨＰよりインターネッ
ト申込み。ＵＲＬ：http://ycsa.jp/（１回につき４人まで）
※ 重複応募（代表者と同行者の入れ替えを含む）や、記入漏れ
等があると無効
〈申込締切〉５月 10 日（水）
※必着（インターネットの申込みの場合、同日 16：00 まで）
〈問合せ〉(平日)一般社団法人 横須賀市観光協会
電話 046-822-8256

(09：30～17：00)

＜７月のイベント等＞
■2016 久里浜ペリー祭
2016 年７月 16 日(土)

〈場

所〉久里浜港周辺

〈問合せ〉(平日)久里浜観光協会
電話 046-834-1111

(08：30～17：00)

※イベント等の日時や内容は、天候や主催者の都合により変更される場合がありますので、予め
ご了承願います。
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